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「「警察に対する相談」の受理・点検等の実施要領」の一部改正について 

 

１ 趣旨 

「警察に対する相談」の受理・点検等の実施要領については、本部長通達「警察に対す

る相談」の受理・点検等の実施要領」の一部改正について」（令和３年３月８日付け広32

ほか。以下「旧通達」という。）により実施しているところであるが、警察本部における

相談の受理・点検方法の一部改正に伴い、当該実施要領の一部を改正するもの。 

なお、本通達の実施に伴い、旧通達は廃止する。 

 

２ 改正内容 

  警察本部における相談の受理・点検等の実施要領のうち、警察運営検討委員会におけ 

る検証及び警察本部長への報告を廃止した上で、本部主管課及び警察署における相談受 

理、相談の処理の進捗状況等を警務部長に報告するとともに、必要な指示を受けけるも 

のとする。 

 

３ 「警察に対する相談」の受理・点検等の実施要領 

  別添のとおり 

 

４ 実施日 

令和４年２月４日



 

別添 

 

「警察に対する相談」の受理・点検等の実施要領 

１ 目的 

この要領は、長野県警察に対して寄せられる「警察に対する相談」の受け渋り、処理の遅

延等を防止し、迅速かつ確実な組織的対応を確立するため、受理及び点検等の実施に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 「警察に対する相談」の定義 

  「警察に対する相談」は、警察に対して、指導、助言、相手方への警告、検挙等何らかの

権限行使その他の措置（単純な事実の教示を除く。）を求めるものをいい、単なる情報提供

は含まない。 

「警察に対する相談」に該当しないものは、次のとおりとする。 

(1)  「単なる情報提供」を求めるもの（単純な事実の教示） 

(2)  何らかの権限行使その他の措置を求めていない情報提供 

(3)  事件・事故 

(4)  災害情報 

(5)  その他（他のシステムへの登録等により管理するもの） 

 

３ 用語の意義 

本要領における次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるとおりとする。 

(1) 受理 

相談者からの申出を受け、相談者の氏名及び相談概要（当該相談を処理する専門部門

等（以下「処理担当課等」という。）を判断するために必要な最低限の情報をいう。以下

同じ。）を聴取し、処理担当課等に引き継ぐとともに、「警察に対する相談情報管理シス

テム」（以下「管理システム」という。）に聴取した事項を登録するまでの過程をいう。 

(2) 処理 

相談内容の詳細な聴取、相談者への指導、各種調査、関係機関への連絡その他相談へ

の対応を行うことをいう。 

(3) 仮登録 

申出を受けた「警察に対する相談」の相談者の氏名及び相談件名を管理システムに登

録することをいう。 

(4) 登録 

処理した結果を管理システムに登録することをいう。 

 (5) 警察相談電話 

広報相談課（執務時間外における総合当直を含む。）へ設置された電話番号「＃９１１

０」の相談受理専用電話をいう。 

４ 「警察に対する相談」の分類 



 

「警察に対する相談」（以下「相談」という。）は、次の３分類に分類するものとする。 

(1) 警察安全相談 

犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他県民の安全と平穏に係る相談をいう。 

(2) 事件相談 

届出人から犯罪に関する事項として届出又は申告のあった事案のうち、犯罪捜査規範

（昭和32年国家公安委員会規則第２号）第62条の規定に基づく犯罪事件受理簿に登載す

べき事案以外の事案で、直ちに犯罪が成立するか不明であるが、事案解明のため警察活

動を行う必要のある事案、被害申告しないことが明白な事案、事件性がない事案又は事

件性の乏しい事案をいう。 

(3) 広聴事案 

長野県警察の広報活動等に関する訓令（平成13年警察本部長訓令第19号）第10条に規

定するものをいう。 

 

５ 所属長の責務 

(1) 所属長は、当該所属において受理した相談を把握し、迅速かつ的確な処理がなされる

よう必要な指導監督を行うものとする。 

(2) 所属長は、警察に対する相談業務が効率的に推進されるよう、相互に連携し、協力を

行うものとする。 

 

６ 警察署における相談の受理、点検等 

(1) 受理時の対応 

ア 電話による受理 

(ｱ) 警察署（当直以外）においては、相談者の氏名及び相談概要を確認し、相談を処

理する警察署の専門部門等（以下「処理担当課」という。）へ引き継ぎ、引継ぎを受

けた処理担当課は、仮登録を行った後、引き続き相談内容を聴取すること。 

(ｲ) 交番・駐在所及び当直においては、相談者の氏名及び相談概要を確認し、仮登録

を行った後、引き続き相談内容を聴取すること。 

イ 相談者の来訪による受理 

(ｱ) 総合窓口においては、相談者の氏名及び相談概要を確認し、総合窓口相談等受理

簿（様式第１号）に記載の上、処理担当課へ引き継ぐとともに、必要に応じ副署長又

は次長（以下「副署長等」という。）へ報告を行うこと。また、事後、管理システム

等により処理担当課における登録状況を確認すること。 

(ｲ) 処理担当課において直接相談を受理したときは、相談者の氏名及び相談概要を確

認し、仮登録を行った後、引き続き相談内容を聴取すること。 

(ｳ) 交番・駐在所及び当直においては、相談を受理したときは、相談者の氏名及び相

談概要を確認し、仮登録を行った後、引き続き相談内容を聴取すること。 

ウ 総合窓口において引き継ぐべき処理担当課を判断することが困難な場合 

(ｱ) 相談者の氏名及び相談概要を、副署長等に速やかに報告すること。 



 

(ｲ) 副署長等は、(ｱ)の報告を受けたときは、処理担当課を指定し、総合窓口から処理

担当課への引継ぎを円滑かつ確実に行わせること。 

エ 受理時における留意事項 

(ｱ) 緊急性のある事案については、警察署長（当直勤務時間帯にあっては、当直責任

者）へ即報し、その指示を受けること。 

(ｲ) 相談の態様、業務状況等により、仮登録を速やかに行うことが困難なときは、相

談内容の聴取を終了した後、速やかに登録を行うこと。 

(ｳ) 在勤公署を離れて活動中に相談を受けた場合であって、仮登録を速やかに行うこ

とが困難なときは、在勤公署に帰着後、速やかに登録を行うこと。 

(ｴ) １１０番通報等により現場臨場し、現場における捜査等の結果、事件としては取

り扱わないものの、相談に該当するものと判断された場合は、迅速かつ確実に登録

を行うこと。  

(ｵ) 副署長等は、管理システムにより、相談の受理状況及び処理担当課の確認を１日

１回以上（休日等を除く。）実施し、処理担当課の変更その他必要な指示を行うもの

とする。 

(ｶ) 相談の該当性の判断に当たっては、申出者の言葉から形式的に判断することなく、

申出者の立場、申出者が置かれている状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、実

質的に判断すること。 

(ｷ) 相談に該当しない申出について総合窓口に申出があったときは、対応すべき部門

を判断し、速やかに適切な専務部門等への引継ぎを行うとともに、総合窓口相談等

受理簿に登載し、副署長等へ随時の報告を行うこと。 

(2) 処理時の対応 

ア 相談内容の詳細な聴取を行った警察職員（既に登録されている相談について、継続

対応を行った者を含む。）は、当該相談の処理及び登録を行うこと。 

イ 処理担当課長は、事案の発生、処理等の報告を受けた場合にあっては、相談として

登録すべき事案であるか確認し、相談として登録すべき事案が登録されていないとき

は、管理システムへの登録を指示し、登録されたことを管理システムにより確認する

こと。 

(3) 警察署長の指示等 

ア (2)のアにより登録を終えた警察職員は、登録を終えた相談について、警察に対する

相談記録票、警察に対する相談処理票、関係者票（当該相談に関係者がある場合に限

る。）、継続相談記録票（継続相談の場合に限る。）等の帳票（以下「記録票等」とい

う。）を管理システムから出力し、関係書類を添付して、処理担当課長へ提出し、処理

担当課長が警察署長の決裁を受けること。（交番・駐在所員等の地域課員の場合にあ

っては、地域課長を経由し、処理担当課長が警察署長の決裁を受けること。） 

イ 警察署長は、必要と認めるときは、処理担当課長に対し処理方針について指示を行

うとともに、処理担当課の見直しを認めたときは、その旨を関係する処理担当課長及

び警察署総務課長（以下「総務課長」という。）に指示すること。 



 

ウ 処理担当課長は、所管する業務に係る相談の受理及び処理の状況を管理システムに

より把握及び管理し、警察署長に適時・適切に報告するとともに、必要な指示を受け

ること。 

エ 総務課長は、警察に対する相談に係る指導、教養を行うとともに、処理担当課に相

談の処理状況の確認に必要な範囲で記録票等の写しの提出を求め、確認の結果、処理

の遅滞等を認めたときは、処理担当課長に対し適切な指導等を行うこと。 

(4) 相談の引継ぎ 

ア 他の警察署又は本部主管課へ引き継ぐ場合の手続 

(ｱ) 処理担当課長は、受理した相談について、他の警察署又は相談の処理を担当する

警察本部の専門部門等（以下「本部主管課」という。）で継続した対応を行う必要が

あると認めるときは、引継ぎの登録を行い、警察に対する相談処理票により警察署

長の決裁を受けた後、引継ぎ先の警察署又は本部主管課に警察に対する相談引継書

（様式第２号。以下「引継書」という。）とともに記録票等の写しを送付すること。 

(ｲ) 処理担当課長は、相談の引継ぎを行ったときは、当該引継書の写しを警察署総務

課に回付し、警察署総務課において保管すること。 

イ 他の警察署又は警察本部から引継ぎを受けた場合の手続 

(ｱ) 引継ぎを受けた警察署は、引継書に基づき処理担当課において速やかに管理シス

テムへの登録を行い、当該警察署で受理した相談と同様に処理すること。 

(ｲ) 引継ぎを受けた処理担当課は、当該引継書の写しを警察署総務課に回付し、警察

署総務課において保管すること。 

(5) 点検 

ア 点検の実施 

(ｱ) 「相談確認の日」を月１回以上設定し、警察署長以下各課長が構成員となる点検

組織において、当該警察署が抱えている相談案件の検証を行い、情報共有を図ると

ともに、継続案件を早期に処理するための方針の検討を行うこと。 

(ｲ) 点検に当たっては、放置やもたれ合いの防止を図るとともに、相談者の心情に一

層配意した対応を図ること。 

(ｳ) 「相談確認の日」の実施による継続案件の解決等の結果について、速やかに管理

システムに登録すること。 

イ 点検に係る準備 

総務課長は、管理システムにより、相談が長期間未処理の状態となっていないかな

ど、定期的な確認を行うとともに、「相談確認の日」における検討事項等に係る諸準備

を行うこと。 

ウ 警察本部への報告 

総務課長は、広報相談課による警察に対する相談における長期未処理・継続案件等

の点検に基づく確認の指示を受けたときは、処理担当課長と連携を図りつつ、進捗状

況について広報相談課長へ報告を行うこと。 

(6) 相談者支援 



 

ア 要望の受付 

警察署総務課において、相談に対する処理の進捗状況、処理方針等に係る相談者か

らの要望（以下(6)において「要望」という。）を受け付けること。ただし、相談者か

ら直接処理担当課等に対して要望を行うことは妨げない。 

イ 受付時の対応 

(ｱ) 警察署総務課において要望を受け付けたときは、総務課長は、処理担当課長に対

して相談者からの要望内容等について連絡するとともに、速やかに管理システムに

登録すること。 

(ｲ) 処理担当課が要望を受け付けたときは、速やかに管理システムに登録すること。 

(ｳ) 警察署総務課及び処理担当課以外において要望を受け付けたときは、速やかに警

察署総務課に連絡し、警察署総務課において対応すること。 

ウ 組織的対応 

(ｱ) 総務課長及び処理担当課長は、相談者に対し相談の処理の進捗状況及び処理方針

の説明その他の相談者支援を組織的に行うことが必要と認めるときは、速やかに警

察署長に報告すること。 

(ｲ) 警察署長は、要望に係る報告を受けたときは、総務課長及び処理担当課長に対し、

相談者支援について必要な指示を行うこと。 

(7) 終結等の手続 

ア 処理担当課長は、相談への対応を終結するときは、終結した旨を管理システムに登

録し、警察に対する相談処理票により警察署長の決裁を受けること。 

イ 相談として受理した後、処理担当課において告訴・告発や被害届を受理し、犯罪事

件受理簿へ登載するなど、組織的管理が徹底される場合は、相談の処理については終

結とすることとし、処理担当課長は、終結した旨を登録し、警察に対する相談処理票

により警察署長の決裁を受けること。 

 

７ 警察本部における相談の受理・点検等 

(1) 受理時の対応 

ア 総合窓口における対応 

(ｱ) 警察本部総合窓口（広報相談課へ設置された窓口をいい、総合当直以外の警察相

談電話によるものを含む。）において相談の申出を受けたときは、相談者の氏名及

び相談概要を確認し、広報相談課において管理システムに仮登録した後、引き続き

内容を聴取すること。ただし、相談の内容が、広聴事案並びに専門的な知識及び判

断を必要とする事案であるときは、総合窓口相談等受理簿に記載の上、速やかに当

該相談に係る本部主管課へ引き継ぐものとする。 

(ｲ) 広報相談課長は、本部主管課へ引き継いだ事案について、管理システムへの登録

状況を確認すること。 

イ 総合当直における対応 

総合当直（当直時間帯における警察相談電話によるものを含む。）において相談の



 

申出を受けたときは、相談者の氏名及び相談概要を確認し、仮登録を行った後、引き

続き相談内容を聴取すること。 

  ウ 本部所属に直接相談の申出があった場合の対応 

  ア又はイによる場合を除き、本部所属において直接相談の申出を受けたときは、当

該所属において管理システムに仮登録を行った後、引き続き相談内容を聴取すること。

ただし、処理すべき所属以外で申出を受けた場合は、速やかに当該相談に係る本部主

管課へ引き継ぎ、当該本部主管課において管理システムに仮登録を行った後、引き続

き相談内容を聴取すること。 

エ ア及びウにより引き継ぐべき本部主管課を判断することが困難な場合の対応 

(ｱ) 相談者の氏名及び相談概要を、広報相談課長に、速やかに報告すること。 

(ｲ) 広報相談課長は、(ｱ)の報告を受けたときは、当該相談の処理を行う本部主管課を

指定し、当該本部主管課の所属長（以下「本部主管課長」という。）への引継ぎを円

滑かつ確実に行わせること。 

オ 受理時における留意事項 

(ｱ) 相談の受理から引き続いて内容を聴取する場合であっても、原則として、管理シ

ステムへの仮登録を行った上で相談内容の聴取を行うこと。 

(ｲ) 警察に対する相談の態様、業務状況等により、仮登録を速やかに行うことが困難

なときは、相談内容の聴取を終了した後、速やかに登録を行うこと。 

(ｳ) 在勤公署を離れて活動中に相談を受けた場合であって、仮登録を速やかに行うこ

とが困難なときは、在勤公署に帰着後、速やかに登録を行うこと。 

(ｴ) 広報相談課長は、管理システムにより、相談の受理状況及び処理担当課の確認を

１日１回以上（休日等を除く。）実施し、処理する本部主管課の変更その他必要な指

示を行うこと。 

(ｵ) 相談の該当性の判断に当たっては、申出者の言葉から形式的に判断することなく、

申出者の立場、申出者が置かれている状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、実

質的に判断すること。 

(ｶ) 相談に該当しない申出について総合窓口に申出があったときは、対応すべき部門

を判断し、速やかに適切な専務部門等への引継ぎを行うとともに、総合窓口相談等

受理簿に登載し、広報相談課長へ随時の報告を行うこと。 

(ｷ) 相談者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれのある相談等緊急の対応を要する相

談を受理したときは、直ちに本部主管課長（総合当直時間帯にあっては、総合当直

責任者）へ報告し、その指示を受けること。 

(2) 処理時の対応 

ア 相談内容の詳細な聴取を行った警察職員は、仮登録の状態にある相談の処理及び登

録を行うこと。 

イ 本部主管課長の指示等 

(ｱ) 警察職員は、相談を管理システムへ登録したときは、記録票等を出力し、関係書

類を添付して、本部主管課長（総合当直において処理したもの（広聴事案を除く。）



 

及び広報相談課において処理したものは広報相談課長）の決裁を受けること。 

(ｲ) 本部主管課長は、記録票等の決裁に当たり、必要に応じて処理方針についての指

示を行うこと。上記(ｱ)により広報相談課長が決裁を行う場合は、特異な案件等につ

いて本部主管課長へ報告し、協議の上必要な指示を行うこと。 

(ｳ) 本部主管課長（広報相談課長から報告を受けた場合を含む。）は、特異な案件に

ついて、主管する部長に即時報告し、必要な指示を受けるとともに、警察署の処理

担当課長に対して適時、指導・監督を行うこと。 

ウ 広報相談課長は、本部主管課長に相談の処理状況の確認に必要な範囲で記録票等の

写しの提出を求め、確認の結果、処理の遅滞等を認めたときは、本部主管課長に対し

適切な指導等を行うこと。 

(3) 終結の手続 

相談への対応を終結するときは、原則として処理を行った所属において、当該相談の

処理を終結した旨を管理システムに登録し、同システムから出力した警察に対する相談

処理票により、当該所属長の決裁を受けた後、広報相談課長（広聴事案については監察

課長）へ回付すること。 

(4) 相談の引継ぎ 

ア 警察署に引き継ぐ場合の手続 

(ｱ) 広報相談課長及び本部主管課長は、受理した相談について、警察署で継続した対

応を行う必要があると認めるときは、管理システムに引継ぎの登録を行い、警察に

対する相談処理票により当該所属長の決裁を受けた後、引継ぎ先の警察署に引継書

とともに記録票等の写しを送付すること。 

(ｲ) 本部主管課長（広報相談課長を除く。以下イの(ｲ)において同じ。）は、当該引継

書の写しを広報相談課に回付し、広報相談課において保管すること。 

イ 警察署から引継ぎを受ける場合の手続 

(ｱ) 引継ぎを受けた本部主管課は、引継書に基づき本部主管課において速やかに管理

システムへの登録を行い、当該本部主管課で受理した警察に対する相談と同様に処

理すること。 

(ｲ) 引継ぎを受けた本部主管課長は、当該引継書の写しを広報相談課に回付し、広報

相談課において保管すること。 

(5) 点検・検証等 

ア 点検の実施 

(ｱ) 広報相談課長は、月１回以上、管理システムにより、本部主管課及び警察署にお

ける相談の受理、相談の処理の進捗状況及び相談者支援について点検すること。 

(ｲ) 広報相談課長は、管理システムの確認のみでは把握しがたい場合は、当該所属に

対し報告を求め、必要な指導・監督を行うこと。 

(ｳ) 広報相談課長の行う点検は、個別の相談内容の把握まで求めるものではなく、処

理方針等具体的な内容の点検・管理については、本部主管課において実施すること。 

イ 警察本部の各業務主管課による指導・監督 



 

警察本部の各業務主管課は、各部門が担当する警察に対する相談の分類に応じ、警

察署の処理担当課における相談内容の聴取からその処理の終結等に至るまでの業務に

ついて報告を求め、必要な指導・監督を行うこと。 

ウ 警務部長への報告 

  広報相談課長は、アの点検結果並びに本部主管課及び警察署で抱えている継続案件

の処理方針の検討や情報共有を図るための検証結果について、警務部長に報告すると

ともに、必要な指示を受けること。 

 

８ 簿冊の管理 

  (1) 記録票等の管理 

ア 決裁を受けた記録票等は、管理簿（相談内容に応じて「警察安全相談管理簿」、「事

件相談管理簿」又は「広聴事案管理簿」のいずれかの名称とすること。）として、警察

署にあっては処理担当課、警察本部にあっては広報相談課（広聴事案は監察課）にお

いて正本及び司法書類以外の参考資料とともに編冊し管理すること。 

イ 管理簿には、目次を付して整理しておくこと。 

(2) 相談の受理、処理時に作成した関係資料の管理 

(1)の管理簿に関係する書類のうち、司法書類については、「犯罪相談等記録簿」とし

て、警察署にあっては処理担当課、警察本部にあっては本部主管課において編冊し、簿

冊には索引表（様式第３号）を付して管理すること。 

なお、「警察に対する相談」に該当しない事案に係る書類は、警察署にあっては処理担

当課、警察本部にあっては本部主管課において別冊にして、管理すること。 

 

９ その他 

管理システムの詳細な運用要領については、別途指示する。 


